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 1組
 0 学北部   835 宮城　　和          ﾐﾔｷﾞ ﾅｺﾞﾐ           北海道大            大2         

 1 学中国   639 柳川　陽菜          ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾅ            海上保安大          大2         

 2 学関西   515 池内日奈子          ｲｹｳﾁ ﾋﾅｺ            京都大              大3         

 3 学北部   864 堀内　望玖          ﾎﾘｳﾁ ﾐｸ             弘前大              大2         

 4 学関西   480 増田　夢菜          ﾏｽﾀﾞ ﾕﾒﾅ            神戸大              大4         

 5 学関西   519 竹本　杏美          ﾀｹﾓﾄ ｱｽﾞﾐ           京都大              大1         

 6 学関西   521 永井　咲帆          ﾅｶﾞｲ ｻﾎ             京都教育大          大2         

 7 学中部   357 服部　夏希          ﾊｯﾄﾘ ﾅﾂｷ            福井大              大1         

 8 学中部   307 加藤　優奈          ｶﾄｳ ﾕﾅ              名古屋市立大        大1         

 9 学中部   249 稲葉　夏実          ｲﾅﾊﾞ ﾅﾂﾐ            名古屋大            大3         

 2組
 0 学中国   625 北村　潮音          ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾈ            鳥取大              大4         

 1 学中部   388 清澤　多笑          ｷﾖｻﾜ ﾀｴ             静岡県立大          大1         

 2 学関東   229 湯本　真季          ﾕﾓﾄ ﾏｷ              高崎経済大          大3         

 3 学関東   107 秡川　典子          ﾊﾗｲｶﾜ ﾉﾘｺ           東京大              大2         

 4 学九州   698 菖蒲　和奏          ｼｮｳﾌﾞ ﾜｶﾅ           九州大              大1         

 5 学関東   210 吉田あかり          ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ            東京工業大          大2         

 6 学関東   211 山澤佳那子          ﾔﾏｻﾜ ｶﾅｺ            東京工業大          大3         

 7 学関西   431 太田ひまわり        ｵｵﾀ ﾋﾏﾜﾘ            大阪大              大4         

 8 学九州   671 桑田陽予里          ｸﾜﾀﾞ ﾋﾖﾘ            九州工業大          大2         

 9 学関東   183 平本　夏海          ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂﾐ            千葉大              大1         

 3組
 0 学関東    72 西舘　小姫          ﾆｼﾀﾞﾃ ｻｷ            東京都立大          大3         

 1 学中部   336 牧原　歩美          ﾏｷﾊﾗ ｱﾕﾐ            愛知教育大          大2         

 2 学中部   332 石川　琴巳          ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ            愛知教育大          大3         

 3 学中部   385 竹田　彩乃          ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ            新潟県立大          大2         

 4 学関東   141 今村　涼花          ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ           筑波大              大4         

 5 学中国   615 荻田　朱理          ｵｷﾞﾀ ｱｶﾘ            香川大              大3         

 6 学中国   606 岡田　知花          ｵｶﾀﾞ ﾁﾊﾅ            広島大              大2         

 7 学中部   337 服部あかり          ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾘ            愛知教育大          大1         

 8 学北部   865 尾形　綺音          ｵｶﾞﾀ ｱﾔﾈ            弘前大              大1         

 9 学関西   432 明石　奈々          ｱｶｼ ﾅﾅ              大阪大              大4         

 4組
 0 学中部   252 渡辺　　栞          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ           名古屋大            大2         

 1 学北部   860 中川　愛佳          ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲｶ           弘前大              大3         

 2 学関東    16 山村　涼乃          ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ           東京学芸大          大4         

 3 学中国   649 三嶋　　拓          ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ             山口大              大1         

 4 学九州   784 津隈　由子          ﾂｸﾏ ﾕｳｺ             鹿屋体育大          大1         

 5 学関東   150 猪股萌々花          ｲﾉﾏﾀ ﾓﾓｶ            筑波大              大2         

 6 学九州   778 中野　帆波          ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ             鹿屋体育大          大2         

 7 学関西   527 中村　優月          ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ           滋賀県立大          大1         

 8 学中部   361 中谷　茉樹          ﾅｶﾀﾆ ﾏｷ             富山大              大4         

 9 学関東   105 水野あかり          ﾐｽﾞﾉ ｱｶﾘ            東京大              大3         

 5組
 0 学中国   571 金納　恋海          ｶﾉｳ ｺｳﾐ             島根大              大2         

 1 学関西   496 園部　由季          ｿﾉﾍﾞ ﾕｷ             和歌山大            大3         

 2 学中国   589 大高八重子          ｵｵﾀｶ ﾔｴｺ            岡山大              大2         

 3 学関西   406 入江　望来          ｲﾘｴ ﾐｸ              大阪教育大          大3         

 4 学関東   155 中村　実夢          ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ             筑波大              大1         

 5 学九州   773 端野　咲紀          ﾊｼﾉ ｻｷ              鹿屋体育大          大4         

 6 学関西   483 北岡さくら          ｷﾀｵｶ ｻｸﾗ            神戸大              大1         

 7 学関東   160 余村　莉菜          ﾖﾑﾗ ﾘﾅ              東京海洋大          大1         

 8 学北部   811 疋田　夏海          ﾋｷﾀ ﾅﾂﾐ             東北大              大1         

 9 学九州   737 伊藤　夏海          ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ             宮崎大              大3         


